
1月29日の次の例会は、移動例会で特殊詐欺撲
滅大作戦、新春ロータリー落語であります、落語に
「禁酒番屋」という話があります。江戸時代、城内
に禁酒令が布かれたにもかかわらず、禁酒令が徹
底できず、番屋を立て、酒の持ち込みを監視するこ
とにしたという話です。ところが率先して禁酒を守
るべき上司の侍が、酒が大好きで下々に「うまいこ
と酒を持ち込め」と逆に番屋を利用してしまう。仕
方なく、下々の者は、酒を油と称して城内酒をに入
れてしまう。最後は、下々が逆襲、内部告発して、悪
い侍を懲らしめるのが落ちになります。
さて、今月は、職業奉仕月間であります。ロータリー

の設立の頃、シカゴでは、禁酒法が施行され、アル
カポネが悪事を働いていた時期でもあります。上田
会員のお話では、「ロータリーはアルカポネと戦った。」
ともお聞きしています。たしかにポールハリスは弁護
士でもあります。この当時、残忍な適者生存の法則
に代わる人間相互の問題を解決する、新しい法則
を探求し、始まったのが、ロータリーであることを忘
れてならないと思います。法令を順守し、職業を通し
て世のため人の為に尽くすこと、欲が先に立つよ
うな仕事をしてはならないことでありますが、今の
時代はどうでしょうか。特に、大企業でもトップの独
走やトップ同士の確執が縦割り意識をエスカレート
してしまい起こってしまった事件が後を絶ちません。

内部告発という最終手段が機能し、初めて、明らか
になる不適正事案は、後で大変なつけとなってしま
います。こうしたことは、今も昔も変わらない状況が
あります。
我々も人間である以上、少しぐらいはいいかと言

う弱さがあります。気を付けなければならないと思
います。ロータリーに在籍しているのは、商売上のメ
リットだけを追求するための場として考えず、こうし
た職業人として、職業上の倫理規範、法令順守、道
徳基準への忠実といった「ロータリーの職業宣言」
などを学ぶ場として、考えることのほうがメリットは
大きいと思います。
明日1月20日、第45代アメリカ大統領に、ドナル

ド・トランプ氏の就任式が予定されています。最近
の発言でも経済に力を入れるのは良いとしても、ア
メリカの貿易赤字とアメリカの雇用を改善すること
ばかりで、自由貿易を否定し、メキシコや日本、中国
をやり玉に挙げて、高い関税をかけると威圧してい
ます。ペソ安や元安に至っています。アメリカさえ良
ければ、良いというのが露骨で、自由と民主主義
の価値観で、世界を導く超大国のトップであるべき
アメリカ大統領がこうでは、心配で仕方ありません。
ロータリーの職業奉仕は、1999年に発行された

パンフレットでは、それまでの「ロータリーは職業奉仕
の団体である」から「ロータリーは国際奉仕の団体
である」と言う文章に変わりました。しかし、定款第4
条ロータリーの目的の第2には、「奉仕を通して、職
業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事はすべて
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【 本日のプログラム 】 1月29日 新春ロータリー寄席 「特殊詐欺撲滅大作戦」 会場 やまと芸術文化ホール
【 次回予告 】 2月2日 卓話 「燃料電池自動車MIRAI」 横浜トヨペット 法人営業部 山田 敏昭 様

【 第1839例会 】 平成28年1月19日（木） 【 司会SAA 】 辻 彰彦 君
【 斉唱 】 「奉仕の理想」 【 ソングリーダー 】 小倉 一道 君
【 ゲスト 】 小山 郁夫 様、佐藤 大 様

会員数 出席者 出席率 前々回修正 出席免除 欠席者 11名(敬称略)

42名 30名 73.17% 75% 8名
原嶋、引田、古郡、橋本（吉）、池澤、板垣、石川（達）、
苗加、小倉、竹野、梅野

年始挨拶 入江 公敏 会長
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価値あるものと認識し、ロータリアン各自の職業の
品位を保つこと」とあります。
ぜひ、トランプもロータリーに入れて勉強させない

と、アルカポネと五十歩百歩のように成るのではと
思ってしまいます。
昭和の国鉄マンは、台風で線路の盛り土が崩れ

た場合には,列車を一時止めて、補修をします。復旧
した後に、保線作業員は、どこで列車を見送るかと
いうと、それは、補修した盛り土の上でありました。
自分たちが直した、だからもう壊れない。そうも言
わんばかりに。現場の安全を担っているという、プ
ロの使命感を感じさせられます。私と阿萬幹事も盛
り土の上で小柳年度に手を振り見送りたいと思い
ます。

大和市社会福
祉協議会
小山郁夫様より
感謝状拝受

【お祝いの方々】
親睦活動委員会 中村 友彦 副委員長

会員誕生日 梅田 秀雄 君 1月19日
長野 俊八 君 1月21日
上田 利久 君 1月23日
富澤 克司 君 1月28日
川名 惠美子 君 1月28日

配偶者誕生日 中村 富美子 夫人 1月19日
長谷川 真起子 夫人 1月20日
上田 郁代 夫人 1月23日
伊藤 克枝 夫人 1月23日
橋本 誠子 夫人 1月24日
松崎 祐子 夫人 1月29日

創業記念日 髙橋 政勝 君 2月1日
入会記念日 苗加 真敬 君 1月23日

「特殊詐欺を撲滅しよう」

大和警察署 生活安全課 佐藤 大 様

貴重なお話をありがと

うございました。
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河西 正彦 様（大和田園RC）
明けましておめでとうございます。本年も宜しくお

願い申し上げます。
入江 公敏 会長、阿萬 正巳 幹事
本日は、神奈川県警大和警察署、佐藤大様、ようこ

そおいで頂きました。本日の卓話よろしくお願い致しま
す。大和市善意銀行所長小山郁夫様、本日はようこそ
お出で頂きました。名誉ある感謝状を頂きまして今後
の励みにいたします。
横澤 創 君
大和警察署警部補佐藤様、本日は、ご多忙の中お

越し頂きありがとうございます。卓話を楽しみしており
ます。
新村 千成 君
小山様、佐藤様、ようこそお出で頂きました。

伊藤 英夫 君
家内の誕生日のお祝いありがとうございました。素

晴らしいお花を楽しみに。
松崎 正実 君
女房の誕生日を祝って頂き、ありがとうございます。

長谷川 清 君
家内の誕生日をお祝い頂き、ありがとうございます。

事務局の藤原さん、お大事に。早く良くなってね。
中村 友彦 君
妻への誕生日のお祝いを頂き、ありがとうございま

した。昨日、花が届いたことにより、妻の誕生日を忘れ
ずにすみました。

長野 俊八 君
誕生日を祝って頂き、ありがとうございます。本日所

用で早退させて頂きます。
橋本 日吉 君
1月24日愛妻の○○回目の誕生日を祝って頂き、あ

りがとうございます。あちらこちらへ連れまわされてい
ます。これもいつまで続くやら。
梅田 秀雄 君
誕生日を祝って頂き、ありがとうございます。今朝、

女房からよくここまで生きたねと言われました。これか
らも宜しくお願い致します。
髙橋 政勝 君
創業記念のお祝いありがとうございます。川名さん

お誕生日おめでとうございます。
玉川 雄 君
今年もよろしくお願い致します。

川名 惠美子 君
①梅田秀雄様、長野俊八様、上田利久様、富澤克司様、
お誕生日おめでとうございます。

②引田俊一様、松崎正実様、お誕生日おめでとうござ
います。

上田 利久 君
厳しい寒さの中、寄り添って過ごしていますが、お誕

生祝いを頂き、少し元気が出ました。ありがとうござい
ました。
富澤 克司 君
誕生日のお祝いをありがとうございます。川名さん

も誕生日おめでとうございます。
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